
報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

普通会計

【資産の部】

　１．金融資産 13,361,657

　　資金 2,291,815

　　金融資産（資金を除く） 11,069,842

　　　債権 741,770

　　　　税等未収金 386,366

　　　　未収金 326,437

　　　　貸付金 56,521

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -27,553

　　　有価証券 333,922

　　　投資等 9,994,150

　　　　出資金 114,356

　　　　基金・積立金 9,490,380

　　　　　財政調整基金 5,391,272

　　　　　減債基金 221,067

　　　　　その他の基金・積立金 3,878,041

　　　　その他の投資 389,414

　２．非金融資産 137,244,051

　　事業用資産 64,197,234

　　　有形固定資産 62,053,510

　　　　土地 11,443,088

　　　　立木竹

　　　　建物 47,502,476

　　　　工作物 2,319,279

　　　　機械器具 100,295

　　　　物品 455,705

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産

　　　　建設仮勘定 232,666

　　　無形固定資産 2,143,724

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 1,073,430

　　　　電話加入権 1

　　　　その他の無形固定資産 1,070,294

　　　棚卸資産

　　インフラ資産 73,046,817

　　　公共用財産用地 19,764,793

　　　公共用財産施設 50,591,126

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 2,690,897

　　繰延資産

資産合計 150,605,707
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報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

普通会計

【負債の部】

　１．流動負債 3,684,853

　　未払金及び未払費用 205,657

　　前受金及び前受収益

　　引当金 310,041

　　　賞与引当金 310,041

　　預り金（保管金等）

　　公債（短期） 3,169,156

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 36,588,679

　　公債 31,833,079

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 4,492,014

　　　退職給付引当金 4,459,536

　　　損失補償等引当金 32,478

　　　その他の引当金

　　その他の非流動負債 263,585

負債合計 40,273,532

【純資産の部】

　財源 -292,359

　資産形成充当財源（調達源泉別） 18,128,309

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 18,128,309

　　評価・換算差額等

　その他の純資産 92,496,226

　　開始時未分析残高 93,097,159

　　その他純資産 -600,933

純資産合計 110,332,175

負債・純資産合計 150,605,707
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報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

行政コスト計算書（PL）

普通会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 18,073,873

　　①人件費 7,709,460

　　　議員歳費 132,882

　　　職員給料 3,900,233

　　　賞与引当金繰入 310,041

　　　退職給付費用 1,381,506

　　　その他の人件費 1,984,798

　　②物件費 5,596,572

　　　消耗品費 489,779

　　　維持補修費 1,663,203

　　　減価償却費 2,666,763

　　　その他の物件費 776,827

　　③経費 4,147,805

　　　業務費 125,542

　　　委託費 3,471,477

　　　貸倒引当金繰入 27,553

　　　その他の経費 523,233

　　④業務関連費用 620,036

　　　公債費（利払分） 521,579

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 98,456

　２．移転支出 12,286,699

　　①他会計への移転支出 2,652,924

　　②補助金等移転支出 2,872,964

　　③社会保障関係費等移転支出 5,979,083

　　④その他の移転支出 781,729

　経常費用合計（総行政コスト） 30,360,573

【経常収益】

　経常業務収益 1,565,034

　　①業務収益 1,076,698

　　　自己収入 1,045,282

　　　その他の業務収益 31,416

　　②業務関連収益 488,336

　　　受取利息等 9,069

　　　資産売却益 27,421

　　　その他の業務関連収益 451,846

　経常収益合計 1,565,034

純経常費用（純行政コスト） 28,795,539
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報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

純資産変動計算書（NW）

普通会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 37,918,575

　　①純経常費用への財源措置 28,795,539

　　②固定資産形成への財源措置 4,942,283

　　　事業用資産形成への財源措置 1,596,939

　　　インフラ資産形成への財源措置 3,345,344

　　③長期金融資産形成への財源措置 1,691,821

　　④その他の財源の使途 2,488,932

　　　直接資本減耗 2,473,624

　　　その他財源措置 15,308

　２．財源の調達 37,735,381

　　①税収 5,570,885

　　②社会保険料

　　③移転収入 26,834,695

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 26,807,616

　　　　国庫支出金 18,805,155

　　　　都道府県等支出金 8,002,461

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 27,079

　　④その他の財源の調達 5,329,802

　　　固定資産売却収入（元本分） 6,106

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 178,643

　　　その他財源調達 5,145,053

　当期財源変動額 -183,193

　期首財源残高 -109,166

　期末財源残高 -292,359

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 4,355,389

　　①固定資産の減少 586,894

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 487,328

　　　除売却相当額 99,566

　　②固定資産の増加 4,942,283

　　　固定資産形成 4,942,283

　　　無償所管換等

　２．長期金融資産の変動 1,513,178

　　①長期金融資産の減少 178,643

　　②長期金融資産の増加 1,691,821

　３．評価・換算差額等の変動

　　①評価・換算差額等の減少

　　　再評価損

　　　その他評価額等減少

　　②評価・換算差額等の増加

　　　再評価益

　　　その他評価額等増加

　当期資産形成充当財源変動額 5,868,568

　期首資産形成充当財源残高 12,259,741

　期末資産形成充当財源残高 18,128,309

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -4,653,059

　２．その他純資産の変動

　　その他純資産の減少

　　その他純資産の増加

　当期その他の純資産変動額 -4,653,059

　期首その他の純資産残高 97,149,285

　期末その他の純資産残高 92,496,226

当期純資産変動額 1,032,316

期首純資産残高 109,299,860

期末純資産残高 110,332,175
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報告書（財務諸表）
自治体名：宮古島市

会計：

年度：

期間：

平成25年度

2013/04～2014/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

資金収支計算書（CF）

普通会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 27,030,215

　　　①経常業務費用支出 14,743,516

　　　　人件費支出 7,621,870

　　　　物件費支出 2,929,809

　　　　経費支出 4,120,252

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 71,584

　　　②移転支出 12,286,699

　　　　他会計への移転支出 2,652,924

　　　　補助金等移転支出 2,872,964

　　　　社会保障関係費等移転支出 5,979,083

　　　　その他の移転支出 781,729

　　２．経常的収入 33,903,840

　　　①租税収入 5,589,046

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 1,480,099

　　　　経常収益収入 1,046,577

　　　　業務関連収益収入 433,522

　　　④移転収入 26,834,695

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 26,807,616

　　　　その他の移転収入 27,079

　経常的収支 6,873,625

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 6,634,054

　　　①固定資産形成支出 4,942,283

　　　②長期金融資産形成支出 1,691,771

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 196,812

　　　①固定資産売却収入 33,528

　　　②長期金融資産償還収入 163,285

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -6,437,242

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 3,708,249

　　　①支払利息支出 521,579

　　　　公債費（利払分）支出 521,579

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 3,186,669

　　　　公債費（元本分）支出 3,186,669

　　　　　公債（短期）元本償還支出 3,186,669

　　　　　公債元本償還支出

　　　　借入金元本償還支出

　　　　　短期借入金元本償還支出

　　　　　借入金元本償還支出

　　　　その他の元本償還支出

　　２．財務的収入 3,267,939

　　　①公債発行収入 3,267,939

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 3,267,939

　　　②借入金収入

　　　　短期借入金収入

　　　　借入金収入

　　　③その他の財務的収入

　財務的収支 -440,310

当期資金収支額 -3,927

期首資金残高 2,295,741

期末資金残高 2,291,815
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